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スマート農業技術の
開発・実証について

ドローン活用のメリット
①自己圃場のタイミングで散布できる

③機体の値段はラジヘリより安い

②機体が小型かつ機動性が高い

④操縦が簡単で安全性の高く、機能が豊富

・自分の計画とおりの散布作業が可能

・重量が軽く、コンパクトで一人でも取扱い可能
※監視員は必要
・狭い圃場や中山間地域など複雑な地形での散布も可能

・ラジヘリ（約1,000万円）、ドローン（約200万円より）
・ＧＰＳ・センサーが搭載されているため、教習等を受け
れば誰でも簡単に飛ばすことが可能
・送信機から手を離しても、そのまま勝手に位置を保っ
て飛行する

～ドローン編～

ドローン活用のデメリット
①一回の飛行で散布できる範囲が少ない

②作地面積によっては、外注した方が安い

・バッテリーの限界とタンク容量が少ないため。

■農業経営の高度化をめざす
JAは、農機メーカーやIT企業と連携し、これからのロボット技術や情報通信技術(ICT)を
活用し、省力化・精密化などを進める『スマート農業』の実現を進めています。また、2020年
を目標年次とした東川町地域農業振興計画では、早期に稲作のコスト低減や省力化を進め
ることが、農業所得を維持・確保することになるのみならず、一層の規模拡大や園芸作物導
入による所得増大、多様な市場展開など、農業経営の高度化を進める上で最も重要と考えて
います。

ＪＡでは上記デメリットを解決するために、現在、ソフトバンク・テクノロジー（株）と
の連携により、最新の動力源「モーター」＋「エンジン」を搭載するハイブリッドドローン
の開発・調査を行っています。ハイブリットドローンの特徴は次の3つです。
①60分以上の飛行が可能
②タンク容量が12ℓ（以上）であることから、大面積（広範囲）の散布が可能
③バッテリー交換にかかる作業時間の短縮 ほか

■農業用ドローンの資材散布試験
本町は国営緊急農地再編整備事業で圃場の大区画化が進められおり、また、現在133戸の水稲生産者が10年後
には78戸まで減少することが予想され、現在の平均作付面積15haから10年後には30haまで規模拡大すること予
測されています。農業生産技術においては、省力化・軽労化の取り組みを加速させる必要がますます喫緊の課題と
なっています。

（3）実際に使用した方のコメント
Ａさん

①大区画圃場（30ａから2.2ha）に対応した施肥・防除等の革新的技術の開発
②一戸あたり作付面積の大規模化（15haから30ha）に対応できる家族労働（2名）でも可能な省力的で効果的な
生産技術の開発

家族にナビゲーターをしてもらい、2名で2時間程度にて15ha分の散布が終了。ドローン購
入後はかかる費用は農薬代だけ。粒剤もドローンで一気に効率よく散布できる。何より自分の
タイミングで散布できるのが非常に良いと感じています。

このことからＪＡでは、国の「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術開発・緊急展開事業」を活用し、東川
町やソフトバンク・テクノロジー（株）、
（有）レイブプロジェクト各社と連携し、農業用ドローンによる資材散布試験
を実施しました。

Ｂさん
ドローン導入後は、オペレーター・ナビゲーター・資材運搬者3名体制で、わずか2日間で
30haの散布が可能となりました。操作もラジヘリに比べて安定性があり、初心者でも安心し

（1）使用メーカー（機種名）と試験内容

て作業ができます。

次の3機種のドローンを使用し、
『除草剤散布』
『追肥散布』
『病害虫防除』による資材散布実証試験を行いました。
①DJI（Agras MG-1）
②エンルート（ＡＣ1500）
③石川エナジーリサーチ（アグリフライヤー）

（4）農業用ドローンに関するお問合せ・ご相談
農業用ドローンによる資材散布試験は、非常に優位性の高い実証結果となりました。今後はさ
らに作業の安全性・利便性向上とハイブリット化の実現、具体的な運用体制について検討し
てまいります。

（2）実証試験結果
人や機械がタンクを担いで資材を散布しますが、ドローンを使用すれば最大60倍の速さで散布することが可能で
す。また、機種によっては公称で1haあたり15分と云われており、人力等で行うよりもはるかに効率的です。
水田農業に特化した機体（装備・機能）の開発や運用ルールの設定等により、さらに作業時間や労力が大幅に削減
されます。

農業用ドローンに関するお問合せ・ご相談はＪＡ資材課（☎82-2054）まで
（5）衛星リモートセンシングによる穂水分情報の提供

除草剤散布

営農支援サービス

水稲籾水分率マップ

【JAひがしかわ 様】
COPYRIGHT © KOKUSAI KOGYO CO., LTD. All Rights Reserved.

ＪＡでは、水稲の刈取り適期判定基準の参考として、穂
（籾）の水分状態の高低を表した「圃場別水分結果」
を全水稲生産者に情報提供しました（図1）。農業用ド
ローン同様、最新の情報通信技術も活用し、今後はタン
パク含有率の解析についても調査してまいります。

結果

1

作業時間（1ha 当り）

ドローン
手散布

約 10 分
約 30 分

追肥散布

結果

2

※使用薬剤：エンペラー豆つぶ（10a当り250ｇ散布）

散布方法

備考
オペレーター、ナビゲーター 2 名で実施
大型水田では外周散布のみでは不可

※使用肥料：アドシリカ（10a当り2㎏散布）

散布方法
ドローン

作業時間（1ha 当り）
約 20 分

備考
オペレーター、ナビゲーター 2 名で実施

ラジヘリ

約 20 分

オペレーター、ナビゲーター 2 名で実施

病害虫防除
※使用薬剤：ダブルカットトレボンフロアブル（10当り農薬100ml水700ml散布）
図1

結果

籾水分率
高
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

衛星画像観測日：2019年9月4日

本レポートに掲載されている画像・文章・その他の無断転載・転用を固く禁じます。
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散布方法

作業時間（1ha 当り）

ドローン
ラジヘリ
ビークル

約 15 分
約 15 分
約 40 分

備考
オペレーター、ナビゲーター 2 名で実施
オペレーター、ナビゲーター 2 名で実施
オペレーター 1 名で実施
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H27

H28

H29

H30

（東川土壌診断室）
可給態窒素は土壌型により、評価が分かれますが、平均値では中位の値になっています。

また、図2は遊離酸化鉄です。この値は2％以上必要になります。しかし、過去4ヵ年間とも平均値は
2％を下回っています。この値が基準値を下回ると根痛みを起こしやすくなります。この値が低くなった

今月のポイント解説

原因は、稲ワラの鋤き込みが大きく影響しています。鋤き込まれた稲ワラが分解することによって、還元
状態となり、鉄分が流亡して、遊離酸化鉄の値が低くなって行きます。

ハイ

遊離酸化鉄の値の比較

（%）
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クオリティ

｢東川米High quality生産運動」
実践に向けて
JA水稲専任指導員 窪田

次年度以降にも役立つ高品質米生産に向けたほ場管理を行いましょう。
H27

H28

H29

H30
（東川土壌診断室）

図2

水田土壌の遊離酸化鉄値比較

これらの条件から、稲ワラを集めて搬出し、堆肥化することを積極的に行う必要が出てきています。
今年をそのスタートの年にしませんか。

1 土壌診断を行いましょう
＜東川米の品質向上のために：土壌分析を実施してその対策を実施しましょう＞
作物栽培には、植え付ける土壌の化学性が大切です。そのために、土壌診断を行って下さい。一般的に
は、3年に一度で十分です。
水田土壌では、交換性カリが少なくなってきています。一時期はかなり多くなっていて、減肥対策をか

稲ワラを搬出することにより

なり続けていました。しかし、近年の土壌分析結果を見ますと基準値を下回る水田が多く見られるように

① 融雪後ほ場が乾燥しやすい。

なってきました。交換性カリが不足すると光合成が十分行えなくなることが指摘されています。そうした

② ワキを軽減し、初期生育が向上する。
③ 生育の後まさり傾向が抑えられ低蛋白米の生産につながる。
などが挙げられます。

水田では、カリ分の増肥を行なっています。
土壌診断は、苗床も行ってください。近年、有効態リン酸と交換性カリが多く、窒素成分のみで育苗が
可能な苗床が多くなっています。また、交換性苦土が少なくなっています。そのため、リン酸過剰症がか

搬出は3年に一度ずつ続けることが大切な事です。

なり見られます。その判断は、化学性の分析がないと判断できませんので、土壌診断を行ってください。
土壌診断の土壌の受付は10月１日からです。

3 透排水性改善
＜東川米の品質向上のために：土壌の乾燥化を図りましょう＞
改善策は土壌条件に応じて有効な対策の選択を行いましょう。

2 稲ワラを搬出しよう
＜東川米の品質向上のために：健全な水田土壌のために稲わらを処理しましょう＞

① 溝切り
収穫後枕地や旋回箇所が痛みワダチになります。融雪水を排除するためにも必ず溝切りを行いましょう
② 心土破砕
排水の悪いほ場は、心土破砕などを組み合わせることによって、ほ場全体の透排水性が改善されます。

東川米では、低タンパク米の生産を大きな柱にしています。そのためには、水田土壌の化学性によっ
て、窒素施肥量を判断する必要があります。
水田土壌の可給態窒素量により施肥窒素量を判断する必要があります。水田の可給態窒素量は稲ワラの
鋤き込みが大きく影響しています。鋤き込み年数が長くなると可給態窒素量が多くなってきます。また、
土壌型によって、その傾向に大きな差があります。
（mg/100g）

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

溝切りの例
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H27
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H29

H30
（東川土壌診断室）

図1

水田培養窒素の年次間比較
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今月のポイント解説

｢ひがしかわサラダ生産性向上運動」
実践に向けて

4 軟白みつば
●伏せ込み後はハウス内の気温と湿度が病害発生の好適条
●
件となります。防除には登録農薬が少ないため、被害の
拡大が懸念されます。
●圃場での薬剤防除に努め、ハウス内へ病害の持ち込みを
●
防ぎましょう。また、薬剤散布と同時に葉面散布剤によ
り養分を転流させ根の充実を図りましょう。

JA野菜専任指導員 田中

今月の重点ポイント
[みつば

掘り取り作業]

10月中旬以降、最低気温は５℃を下回り、日照時間も１日４時間に満たなくなります。
①ハウスでは夜間の保温に努め、各作物の生育限界温度を確保するようにしましょう。
②栽培を終えた圃場では、速やかにマルチや作物残さの片付け・処分を行いましょう。
特に、土壌病害や生育不良が見られた圃場では、り病した株の残渣が翌年の発生源になるの

土壌診断を行いましょう！
全項目土壌診断を受付け中！

（土曜・日曜・祝日は除きます）

高品質な農産物づくりには、土壌診断により現状の土壌の状態を正確
に把握し診断結果に応じた施肥改善を行なうことが必要です。
①分析項目
■水田、水稲育苗、施設野菜、露地野菜、畑作
②土壌サンプリング方法
■作物収穫後、耕起前、なるべく土壌が凍る前に採取してください。
■分析予定の一筆から3～5ヶ所採取し、施肥の影響を受ける作土の深さ（約10センチ
程度）で同一量を採土し、よく混合して代表土壌とします。
一定の厚さ
作土の厚さ

一筆内の採取地点（できるだけ対角線上で）

採土の方法

③提出方法
■袋によく乾燥させた約 500g の土を入れ、氏名・ほ場番号・作付け品目（作付品目を
変える時は前作付品名も）・面積を必ずご記入の上、資材課までお持ちください。
④結果について
■年明け 2 月ごろに結果を個別にお知らせします。

お問い合わせ先

JA ひがしかわ資材課

で気を付けましょう。

1 果菜類
①①無加温施設では、夕方から外気温が急激に低下し、
換気窓を閉めたハウス内は湿度が高まり、病害（べ
と病、灰色かび病）の発生しやすい状態となるの
で、換気を十分に行ないましょう。
②②トマト、ミニトマトは、ハウス内の温度低下による
果皮の硬化で、吸水や過湿による裂果が多くなる時
期となります。灌水は少量多回数を厳守し、収穫の
遅れなどがないように注意しましょう。

2 しばれほうれん草

[トマト

裂果]

①①出荷2週間前頃に収穫サイズ（目標：葉長20～
22cm以上、2～4株200gぐらい）に到達させる
ため、ハウス内温度を20～25℃を超えないように
換気してください。
②②収穫できる大きさになったらハウス側面を開放し、
地温を４℃以下まで下げるようにし、2週間ほど寒
さにあて、糖度8度を目安に収穫します。ただし開
放期間が１ヶ月を超えると古い葉の一部が枯れてく
るので注意しましょう。
[しばれほうれん草]

3 露地長葱
●圃場の乾きが悪くなるため、
●
黒斑病、べと病、さび病、小菌核
腐敗病の発生が多くなります。発生初期の薬剤防除を行な
いましょう。

TEL82-2054

[露地ながねぎ
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令和初の収穫を寿ぐ

日、秋晴れの旭岳が見守

─北海道神宮神饌田抜穂祭

月

2019/10

号の北海道神宮神
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る中、町内東

9

饌田で抜穂祭が斎行されました。

次々刈り取られ運ばれる「ほしのゆめ｣

吉田源彦宮司の祝詞が厳かに奏上

厳しい検査が行われました

され、北海道神宮の氏子さんや関

です。

名が見守る中、若手女性

もらっていました。次回の学校給食の日は11月、しばれほうれん草

2

27

1

9

三田和幸さん

8

月 日、北海道一早い稲刈りが三田和幸さんの田んぼで

リ完食です！挑戦、大成功でしたよ。グループのみんなから拍手を

行われました。

川のピーマンなら食べられるかなあ」と、挑戦してみたら何とペロ

3

収穫されたのは、「ほしのゆめ」。刈り取られたお米は

でも食べられます」との説明を聞いて、ピーマンが苦手な子が「東

月 日に出荷され、初検査式に臨みました。関係各位が見守

よ」の説明にびっくり。「東川のピーマンは苦みが少なく、サラダ

る中、厳しい検査を受け 等米に。緊張の面持ちで検査結果

さん作っている農家さんは、一日に5千個も収穫する日があります

を待っていた三田さんも笑顔に。

女性部員の「一本から約200個のピーマンが収穫できます。たく

三田さんにはＪＡと東川町からそれぞれ記念品が渡されま

した。

今年の2回目の『学校給食の日』は『ピーマンのおかか炒め』。

係者約

北海道一早い収穫と初出荷は 28 区

9/3

120
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華やかに優雅に神事を行う早乙女たち

秋晴れの中の神事となりました

女性部 学校給食の日 ピーマン

農業者とＪＡ職員が扮する早乙女

豊かな実りへの感謝を込めた祝詞を奏上する
北海道神宮吉田宮司

たちによる稲刈りの神事が行われ

出荷されます。

ました。神饌田唄合唱団と氏子さ

JA倉庫前には部員たちが集荷したくず米が山積みに！これらは検査員による検査後、味噌などの加工用に

んたちによる歌に合わせ、軽やか

１袋ずつ、１俵ずつ丁寧に積み込みする姿に、組合員さんも『さすが力があるねえ』と感心しきりです。

に稲刈り鎌を扱う早乙女たちの優

事前に申し込みをされた組合員さん宅を、部員が手分けして集荷します。整粒具合を見る目も真剣です。

雅なしぐさに、令和の豊穣を感じ

しい姿が見られます！

る抜穂祭となりました。

JA一元集荷をスローガンに、青年部のくず米集荷が行われており、毎週土曜日と日曜日は青年部員の頼も

収穫されたお米は、北海道神宮

9/7〜

に運ばれ神様の毎日の食事とされ

ます。

青年部 くず米集荷

30

樽井組合長（左）と松岡町長（右）から
記念品を受け取る三田さん
大雪清流てっぺんだより
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話題満載 ! 今月の

令和元年度

東川米全水稲生産者総決起集会開催！

9月2日、収穫を目前に控え作業の安全と、良食味米出荷・北海道米消費拡大のための決起集会がホクリツ第4
倉庫で開催されました。
樽井組合長の「一致団結して東川米の品質・収量ともに向上させていこう」のあいさつの後、ホクレン菊地米穀課
長から北海道米の販売戦略について、農業改良普及センター辻係長からは収穫・乾燥調製の留意点についてなどの
説明がありました。ＪＡ青年部津谷部長からは、ＪＡへの一元集荷をめざし青年部のくず米集荷に協力を呼び掛け
ました。

9/3 家畜感謝祭を斎行
家畜振興協議会主催で農耕馬や鶏、豚、牛など、農業の発展に農民とともに歩んだ家畜たちへ
の感謝の祈りを捧げる家畜感謝祭（獣魂祭）が今年も行われました。協議会会長のJA樽井功組合
長、松岡市郎町長、小林喜一農業委員会会長、飼育者代表として山田克宏さん、新田由憲さんが家
畜たちに感謝の祈りを捧げました。
東川の農業が発展してきた
支えは、どの家にもいた家畜

生産者の皆さんは「消費者の信頼に応える「東川米」の出荷を!」と決意を新たにしていました。

たち。それを知らない世代に
も家畜たちの功績を伝えてい
くために、この感謝祭をつな
げていきます。

9/4 東川町へＣＥ建設要望書を提出
ＪＡ樽井功組合長は、松岡市郎東川町長にカントリーエ
レベーター（ＣＥ）建設に関して支援を求める要望書を提
説明に真剣に聞き入る水稲生産者の皆さん

出しました。

青年部のくず米集荷の協力を呼び掛ける津谷青年部部長

高齢化、離農などにより担い手への農地集積が進む
一方、稲作経営の規模拡大に伴う設備投資の増加や労
働力不足、東川米の品質安定性とＪＡ施設の老朽化問

軽トラ冬タイヤ 4本セット特別価格！
145/Ｒ-12

6ＰＲ

Ｒ1年10月1日（火）より

題など、営農を取り巻く情勢が一層厳しさを増す中、
次代の農業経営を考えたもう一つの基盤整備事業とし
て、カントリーエレベーター建設計画をお伝えしました。
今後、建設に必要な財源確保に向けてお互いに知恵を出し合い、力を合わせながら取り組むことと
し、ご支援をお願いしました。

冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求。

￥26，
800円（税込）
ダンロップ SV01

たくましい氷上ブレーキ性能を実

オイル交換キャンペーン Ｒ1年10月１日（火）～11月30日（土）
オイル交換時にエレメント交換でエレメントが半額に！！（持ち込みオイル不可）
さらにエレメント交換特典で粗品としてＢＯＸティッシュ5箱進呈！！

11
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スタンド
へ

￥19,000円（税込）

お申込みは
℡
-

BLIZZAK VL-1

!

9/17 アニワ市長一行が農産物検査を体験
東川町と姉妹都市提携を結んだロシア サハリン州のアニワ
市長一行8名が、農産物検査所で米穀検査を体験しました。
「農産物検査員」の制服を着たラザレフ・アルチョム市
長（34）は、ＪＡ職員から高品質米を見極めるポイントを
聞きながら検査を体験。一行は東川米の「安心安全で美味
しい」理由を理解していました。
アニワ市へは昨年11月にJA樽井功組合長も参加した東
川町からの訪問団が訪れ、友好を深めています。東川農業
者の高い農業技術に対し、技術協力の期待が寄せられてい
ます。

大雪清流てっぺんだより
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2019

10 月の予定

スタンド通常営業

平日
日曜祝日

午前8:00～午後6:00
午前8:30～午後5:00

■理事会の動き

｢第8回 理事会｣

1

火

2

水

3

木

4

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

5

土

6

日

7

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

8

火

9

水

10

木

11

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

12

土

13

日 スタンド定休日（第二日曜日）

14

月

15

火

16

水

17

木

最低賃金額 時間額

18

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

効力発生年月日

19

土

20

最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる
賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

日

21

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

22

火 即位礼正殿の儀

23

水

24

木

25

金 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

26

土

27

日

28

月 卓球 利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

29

火

30

水

31

木 棚卸しのためスタンド営業午後5時で終了

消費税改定

時

令和元年

8 月 29 日（木）

【議決事項】
議 案 1 号 固定資産の取得および処分について
議 案 2 号 大規模乾燥調製貯蔵施設（ＣＥ）等の建設について
議 案 3 号 理事との利益相反取引について

■理事会の動き
日

時

令和元年

｢第9回 理事会｣

9 月 2 日（月）

【議決事項】
議 案 1 号 令和元年産 東川米販売方針と仮渡価格（案）について
議 案 2 号 「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への
対応に関する基本方針」の一部改定について
議 案 3 号 越冬手当の支給について

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働く
すべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等
を含む。）に適用される北海道最低賃金が次のとおり改
定されました。

体育の日
上川農業祭（旭川市道の駅）

861円

令和元年

月3 日

厚生労働省 北海道労働局 旭川労働基準監督署
東川町農協労働保険事務組合（Tel.82-2121）

謹んでお悔やみ申し上げます
6東区
17区
北町2丁目区
東倉沼区
北町3丁目区

瀧本
山本
松林
山﨑
長原

澄子
英子
章
芳光
コト

殿
殿
殿
殿
殿

65歳
84歳
86歳
94歳
93歳

8月19日 逝去
8月19日 逝去
8月24日 逝去
9月 4日 逝去
9月11日 逝去

●葬儀・法要のご用命は…24 時間フリーダイヤル

JA事業推進係

0120－82－ 2125 へ

棚卸しのため資材課正午より31日午後3時ま
で休業

2019

11 月の予定

スタンド通常営業

金

2

土

3

日 文化の日

卓球

組合員の推移（令和元年8月末現在）
正組合員戸数

平日
午前8:00～午後6:00
日曜祝日 午前8:30～午後5:00
利用開放日（事務所 午前9:00～正午）

1

〒071-1495

日

473

戸

（前月比＋ 1 戸）

北海道上川郡東川町西町1丁目5番1号

TEL0166-82-2121

正組合員数

535

准組合員数

名

（前月比＋ 1 名）

発行所/東川町農業協同組合

責任者/樽井

功

1,087

名

（前月比＋ 3 名）

編集者/営農販売部 営農課
大雪清流てっぺんだより
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